
第１１２６回例会 １１月１４日(土)   移動例会(地区大会参加)           パシフィコ横浜 

第１１２７回例会 １１月２０日(金)   クラブ奉仕委員長会議報告        百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１２８回例会 １１月２７日(金)  社会奉仕活動（駅周辺清掃活動)     百合ヶ丘カントリー倶楽部 

                          

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】                 親松 SAA委員 

   国歌 『君が代』 

ロータリーソング『奉仕の理想』 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

  米山奨学生 孫 世薫 君 

【会員・奥様誕生日】      鈴木 眞一 親睦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  大野 勉会員夫人 順子様（11月 4日） 

  鈴木 眞一会員夫人 知佐子様（11月 8日） 

君塚 毅会員夫人 慶子様（11月 9日） 

  梅澤 馨会員夫人 恵子様（11月 23日 

  ※結婚記念日 当日賞 青戸 慶太会員（11月 6日） 

【理事・役員会報告】         鈴木 豊成 会長 

１． 次年度理事・役員選出について 

別添『2016～2017年度理事・役員』一覧表参照 

２． 第 3グループ人頭分担金について 

会員一人 4,000円徴収。青少年交換留学生の経費及び 

   ガバナー補佐への寸志等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．クリスマス会について 

12/21(月)に正式決定。出演者の心魂プロジェクトへは、

出演料 10 万円(会費より)、寄付金 10 万円(社会奉仕の特

別会計より)。米山奨学生の孫君出演決定。 

結婚記念日例会として該当者ご婦人を招待予定。 

４． 11月 27日の社会奉仕活動について 

当日は百合丘 CC での例会昼食終了後にホテルモリノに

移動し新百合ヶ丘駅周辺の清掃活動実施予定。 

５． 職業奉仕活動の収支について 

昼食代、手土産代、車リース代の不足分 23,800円は予算 

予備費より充当する。 

【会長報告】            鈴木 豊成 会長 

1．ガバナー事務所より 

 ・クラブ職業奉仕委員長会議開催案内 

  12月 8日(火)15:00～17:00 メモワールプラザソシア 

 ・クラブ国際奉仕委員長会議開催の案内 

  11月 27日(金)15:00～17:00 メモワールプラザソシア 

・米山奨学生年末パーティーの案内 

 12月 6日(日)18:00～20:30 ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 5F 

 ・RI会長の「ワールドクラス」ピンバッジ送られる。 

２．日本事務局より 

 ・来年のソウル国際大会(5月 28日～6月 1日) 

 ・11月のロータリーレート １ドル＝120円 

 

 

 

 

 

 

 

第 1125回 例会記録 平成 27 年 11月 6日（金） S.A.A 委員長 森 啓伊 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

 
【奥様誕生日】 左より梅澤会員、大野会員、鈴木眞一会員、君塚会員 

  
11/6 結婚記念日当日賞 青戸会員  10/30 結婚記念日当日賞 君塚会員 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 

 



３．ロータリー2560地区ガバナーより鈴木憲治会員へ 

  地区大会出席のお礼状が届きました。 

４．横浜西 RCより「わくわくチャリティーコンサート」 

  開催の案内。11月 19日(木)17:00 館内ホール 

５．麻生区青少年野球連盟より「第 17回麻生区学童軟式 

  野球新人戦大会」の案内。11月 22日～12月 5日 

６．芸術の街研究会より、秋コンサートの報告 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

 ◎川崎大師 RC 

 11 月 13 日(金)→14 日(土)地区大会参加移動例会 

 11 月 25 日(木)→30 日(月)3 クラブ合同例会 18:30 点鐘 

◎ 川崎幸 RC 

  11 月 11 日(水)→14 日(土)地区大会参加移動例会 

 12 月 18 日(金)→15 日(火)年忘れ家族会 
  

【出席委員会】            親松 明 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1125回 25 18 7  72.0％ 

1124回 25 18 7 7 100.0％ 

1123回 25 20 5 5 100.0％ 
  

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1124回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    14件 ￥14,000 
  

 第 1125回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    18件 ￥18,000 

●当クラブ  

◇鈴木豊成会長【風邪が流行しています。気をつけましょう】 

◇鈴木昭弘幹事【すっかり秋も深まりました…】 

◇梅澤 馨会員【孫二女誕生を祝して】 

◇臼井 勉会員【花をありがとうございました】 

◇大野 勉会員【11/4 妻順子に花のプレゼント、カムサムハム

ニダ】 

◇君塚 毅会員【かぜをひいてしまいました】 

◇山下 俊也会員【横田基地見学お疲れさまでした】 

◇青戸慶太会員  ◇宇津木茂夫会員  ◇親松  明会員   

◇川崎 航会員 ◇鈴木 憲治会員 

◇鈴木眞一会員 ◇長瀬 敏之会員 ◇森 茂則会員 

◇森  啓伊会員 ◇蓬田 忠会員 ◇雪井 洋子会員 

        以上、ありがとうございました。 

【R 財団委員会】        鈴木 憲治 国際奉仕委員長 

○鈴木 憲治会員【R 財団月間です】 

○梅澤 馨会員 ○鈴木 昭弘会員  合計 ￥36,000 

 

【米山記念奨学】        鈴木 憲治 国際奉仕委員長 

○鈴木 憲治会員【梅澤指名委員長、ご苦労さまでした】 

○梅澤 馨会員【孫二女誕生を祝して】 

○鈴木 昭弘会員               合計 ￥40,000 

【プログラム委員会】            長瀬 敏之 委員長 

 11 月のプログラム予定   

 11 月 13 日(金)   14 日(土)地区大会に振替え 

 11 月 20 日(金)  クラブ奉仕委員長会議報告 

             会員ショート卓話 

 11 月 27 日(金)  社会奉仕活動 

【親睦活動委員会】            鈴木 眞一 委員長 

 クリスマス会について『理事・役員会報告』と同じ 

【社会奉仕委員会】            青戸 慶太 委員長 

 11/27 社会奉仕活動について『理事・役員会報告』と同じ 

【職業奉仕委員会】            山下 俊也 委員長 

 10/23 横田基地見学の収支について 

 『理事・役員会報告』と同じ 

【指名委員会】                 梅澤 馨 委員長 

2016～17 年度理事・役員(案)が理事・役員会で承認され 

ました。 

◇会長     志村 幸男 

◇幹事     臼井 勉 

◇会長エレクト(クラブ奉仕委員長)  森 茂則 

◇副会長    大野 勉 

◇副幹事    森 啓伊 

◇会計      親松 明 

◇会場監督   鈴木 眞一 

◇理事(社会奉仕委員長)   川崎 航 

◇理事(職業奉仕委員長)   青戸 慶太 

◇理事(国際奉仕委員長)   鈴木 憲治 

◇理事(青少年奉仕委員長)  碓井 美枝子 

◇理事      鈴木 豊成        (敬称略) 

【青少年奉仕委員会】            大野 勉 委員長 

 第 32 回ロータリー青少年指導者養成セミナー(RYLA)の 

案内。日時:2016 年 2 月 20 日(土)～21 日(日)一泊二日 

場所:横浜市野島青少年研修センター 

18～30 歳の受講生を募集中です。 

【雑誌広報委員会】          鈴木憲治 委員長代理 

クラブ雑誌委員長会議の報告 

・2590 地区の呼び方、正式には「ﾆｾﾝｺﾞﾋｬｸｷｭｳｼﾞｭｳ」 

・新しいロゴが『ﾛｰﾀﾘｰの友』35P に発表 

 

【四つのテスト】          山下 俊也 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】              文責：山下 俊也 


